
平成 27 年７月 青葉区議員団会議 次第 

 

日時：平成 27 年７月 24 日（金） 

午後４時から午後５時 15 分まで 

場所：青葉区役所 401～403 会議室 

 

議長：内田 みほこ議員 

 
 
１ 報告事項 

(1) 次世代郊外まちづくりについて 

 （資料１・建築局 住宅再生課、区政推進課、高齢・障害支援課） 

 

(2) 山内小学校用地の一体化に向けた工事について 

（資料２・教育委員会事務局 教育施設課） 

  

 

 

２ その他（情報提供） 

(1) 生活困窮者自立支援制度の相談及び支援申込状況等について 

（資料３・生活支援課） 

 

(2) みらいづくり大学 青葉キャンパス「あおば魅力発見講座」の開催について 

                                           （資料４・区政推進課） 

  

       
 
 
 
配付資料 

・青葉区議員団会議申し合わせ事項 

・横浜市人口ニュース No. 1067（平成 27 年７月１日現在） 
・青葉消防署管内火災・救急状況 
・青葉区連合自治会長会定例会資料（平成 27 年６、７月分） 
・2015 なるほどあおば 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市と東京急行電鉄株式会社（以下「東急電鉄」という。）は、平成２４年４月に締結した「次世代

郊外まちづくり」（※1）の推進に関する協定に基づき、たまプラーザ駅北側地区（横浜市青葉区美しが丘

１・２・３丁目）をモデル地区として、産・学・官・民の連携・協働による様々なまちづくり活動に取り

組んでいます。 

 

協定締結から４年目を迎えたことから、これまでの取組成果を多くの方々と共有するとともに、さらな

る推進を図るために『次世代郊外まちづくりフォーラム』（以下、「本フォーラム」という。）を開催しま

す。 

本フォーラムでは、東京大学高齢社会総合研究機構 秋山弘子特任教授と、横浜市 鈴木伸哉副市長に

よるトークセッションや、これまで推進してきた各リーディング・プロジェクトの取組成果や今後の展開

について発表を行います。さらに、リーディング・プロジェクトの一つとして進めてきた地域包括ケアシ

ステム「あおばモデル」については、医療と介護の多職種連携を、事例を基にしたロールプレイ「自宅生

活応援団！医療と介護のつながり」で分かりやすく紹介します。 

 

 
 

「次世代郊外まちづくりフォーラム」の概要 

 

 ○開催日時  平成２７年８月２３日（日） １３：００～１６：００（受付開始１２：００） 

  

○会   場  青葉公会堂（東急田園都市線 市が尾駅下車 徒歩１０分） 

         所在地：横浜市青葉区市ケ尾町３１番地４ 

  

○定   員  ５００名（入場無料。事前申込不要・先着順） 

        ※混雑状況次第では、入場を規制させていただく場合があります 

  

○プログラム  ①トークセッション 

 東京大学高齢社会総合研究機構 秋山弘子特任教授 

 横浜市 鈴木伸哉副市長 

 モデレーター 東京大学まちづくり研究室 小泉秀樹教授 

 

②自宅生活応援団！医療と介護のつながり 

   

③次世代へつながる、新しい郊外のまちづくり  

 

○主   催  横浜市、東京急行電鉄株式会社 

 

 

 

[ 裏 面 あ り ] 

 

 

平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ２ ４ 日 
建 築 局 住 宅 再 生 課 
温暖化対策統括本部環境未来都市推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

 

８月２３日（日）、『次世代郊外まちづくりフォーラム』を開催！ 
～これからの暮らしのヒントとなるような、まちづくりの取組の成果を 

分かりやすく発表します～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１「次世代郊外まちづくり」の概要 

 

次世代郊外まちづくりは、「既存のまちの持続、再生」を目的に、地域住民、行政、大学、民間事業者の

連携・協働によって「暮らしのインフラ」と「住まい」を再構築し、少子社会、高齢社会の様々な課題を

一体的に解決していくことを目指していく、従来にない参加型・課題解決型のまちづくり手法で進めるプ

ロジェクトです。横浜市が推進している「環境未来都市計画」の主要な取組である「持続可能な住宅地モ

デルプロジェクト」に位置付けられています。 

 

  ＜次世代郊外まちづくりＵＲＬ＞ http://jisedaikogai.jp/ 

 

「次世代郊外まちづくりフォーラム」のプログラムの詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

横浜市 建築局住宅部住宅再生課長           大友 直樹   Tel 045-671-4543 

温暖化対策統括本部環境未来都市推進課長    岩岡 敏文    Tel 045-671-2477 

会 場 案 内 図 

http://jisedaikogai.jp/


『自宅生活応援団！
医療と介護のつながり』

タイトル

2.

3. 次世代へつながる
新しい郊外のまちづくり横浜市

鈴木 伸哉 副市長
（すずき のぶや）

環境未来都市推進ボード、
東京大学高齢社会総合研究機構

秋山 弘子 特任教授
（あきやま ひろこ）

東京大学まちづくり研究室

小泉 秀樹 教授
（こいずみ ひでき）

モデレーター

たまプラーザ駅北側地区においてこれまで、地域にお住いのみなさんと、横浜市、東急電鉄をはじめ
とする民間企業、大学などが連携し、魅力あふれるまちを目指して様々な取組みにチャレンジして
きました。このフォーラムでは、これからの暮らしのヒントとなるような取組みの成果や今後の展
開について発表します。

持続可能な住宅地モデルプロジェクト

〈お問い合せ〉  横浜市建築局住宅再生課／ TEL.045-671-4083

先着順
・申込不要
500名
入場は無料です

8：45～17：15
（土・日・祝日を除く）



次世代郊外まちづくりフォーラム次世代郊外まちづくりフォーラム

主催　横浜市、東京急行電鉄株式会社

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることが
できるよう、在宅医療・介護連携を軸とした地域包括ケアシス
テム「あおばモデル」の取組みを、次世代郊外まちづくりの
リーディング・プロジェクトの一つとして進めています。
今回のフォーラムでは、「あおばモデル」について事例を元に、
ロールプレイでわかりやすく解説します。

「次世代郊外まちづくり」は、横浜市が国に選定された環境未来都市の取組みの一つにも位置づけられています。
環境未来都市推進ボードの一員で、次世代郊外まちづくりのキーパーソンでもある秋山弘子特任教授と、横浜市 鈴木伸哉副市長
が、産・学・官・民が連携したまちづくりの必要性や次世代郊外まちづくりに期待することについて、熱く語ります。
モデレーターは、住民創発プロジェクトで講評委員として様々な場面でご活躍いただいた小泉秀樹教授です。

東京大学まちづくり研究室

小泉 秀樹 教授
こいずみ ひでき

東京大学大学院博士課程修了、東京理科大
学助手、東京大学講師・准教授を経て、2013
年から現職。博士（工学）。まちづくり、コ
ミュニティ・デザインを専門とし、都市住宅
学会論文賞ほか受賞多数。

横浜市

鈴木 伸哉 副市長
すずき のぶや

東京大学工学部卒業後、横浜市へ入庁。都市
計画局、建築局などの職務を通じ、一貫して
都市計画やまちづくりに携わる。近年では、
みなとみらい21計画や横浜駅周辺の再開発
にかかわり、2012年より現職。

環境未来都市推進ボード、
東京大学高齢社会総合研究機構

秋山 弘子 特任教授
あきやま ひろこ

イリノイ大学でPh.D（心理学）取得、米国の国立
老化研究機構（National Institute on Aging） 
フェローなどを経て、現職。ジェロントロジー
（老年学）を専門とし、近年は超高齢社会の
ニーズに対応するまちづくりにも取り組む。

当日のプログラム

1 トークセッション

２ 自宅生活応援団!　
医療と介護のつながり

2013年に発表した「次世代郊外まちづくり基本構想2013－
東急田園都市線沿線モデル地区におけるまちづくりビジョン
－」に基づき、これまで取り組んできたリーディング・プロジェク
トの成果や、次世代郊外まちづくりの今後の展開について発表
します。

3 次世代へつながる、
新しい郊外のまちづくり

2015年リーディング・プロジェクト

地域のエリアマネジメントに向けた仕組みづくり

地域のエネルギーマネジメントに向けた仕組みづくり

まちぐるみの保育・子育てネットワークづくり

地域包括ケアシステム「あおばモデル」パイロット・プロジェクト

住宅団地・社宅等の再生と商店街と連携したまちの賑わいづくり

公的資源の新たな活用の仕組みづくり 

1
２
３
４
５
６

「次世代郊外まちづくり」とは？
人口減少社会、高齢化社会を迎える大都市郊外部の「既存のまち」における様々な課題の解決を住民、行
政、大学、民間企業が協力して「次世代のまちづくり」に繋げていくプロジェクトです。

対談 モデレーター



    平成 27 年７月 24 日 
議 員 団 会 議 資 料 
区 政 推 進 課 

地域の誰もが気軽に健康づくりに取り組める健康づくり歩行者ネットワークを地域と共に

取り組むことにより、地区内の健康づくりの推進を図ることを目的とします。 

 １ 高齢化率の進展 

    住宅地開発が行われてから、概ね 50 年が経過しており、地区内の高齢化率が進展し 
ています。 

 ２ 健康づくりウォーキングに資する地域資源の存在 

    地区内には、美しが丘公園の他幾つかの公園があり、歩行者専用道路の整備がされて 
います。また、駅周辺には商業施設等が集積しています。 

３ 地域におけるウォーキングの気運 

    美しが丘公園のトリムコースの復元についての要望や、地域におけるウォーキングイ

ベントの開催（美しが丘ウォーク等）などウォーキングニーズが高い状況です。 
 ４ 美しが丘公園の再整備の完成 

    地域からの要望もあり、美しが丘公園にあったトリムコースを、昨年 11 月に復元し

ました。 
 ５ 横浜市中期４か年計画 2014～2017 

   健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心の確保 
    一人ひとりが自分に合った方法で健康づくりを継続的に行う仕組みづくりを進める 

 １ 美しが丘地区に存在する公園、歩行者専用道路等を活用した健康づくり歩行者ネットワ

ークの整備計画の検討 

   ・健康づくり歩行者ネットワークのルートの検討 
   ・地域住民等が活用するに当たって、必要とされる椅子・案内サインなどファーニチャ

ー等の検討 
   ・よこはまウォーキングポイント事業等も活用して、地域の実状に対応したウォーキン

グの習慣化の検討 
 ２ 管理・運営について 

 ３ 歩行者ネットワークの整備について 

   ・道路、公園等の整備 
 ４ 平成 27年度予算（検討費及び整備費） 

   3,300 万円（温暖化対策統括本部、建築局、道路局） 
○今後のスケジュール 

・27年度 

   ７月～２月 検討会議の開催（６回程度） 

      ３月 整備計画としてまとめ 

       秋 一部先行整備 

・28年度以降  段階的に整備を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                             
                             
                             
○検討体制 

・美しが丘連合自治会（スポーツ推進委員、保健活動推進委員など行政委嘱団体） 

・美しが丘中部自治会、美しが丘西部自治会 

・横浜市 青葉区（区政推進課、福祉保健課、土木事務所） 

     温暖化対策統括本部環境未来都市推進課 
     建築局住宅再生課 
     道路局企画課 
     環境創造局公園緑地維持課 
 
 
 
 
 
 
 

○事業目的 

○事業の背景 

○事業内容及び予算 

美しが丘 健康づくり歩行者ネットワークの整備検討 

経年劣化等により、舗装

材に割れや不陸が発生 

→部分的な補修で対応 

Ｈ24～26 年に行わ

れた水道管工事等

に合わせた先行整

備 

H24～H26 年の水道管工事後の状況 

 

歩行者専用道路の劣化状況 



1 

医療・介護連携を軸とした、地域包括ケアシステム“あおばモデル”構築へ 

スムーズな救急搬送・在宅復帰 

訪問歯科 

地域包括支援センター 

相互連携した後方支援病床（バックベッド） 

グループ診（コール、当直医バックアップ）の仕組み 

在宅特化型クリニック 
副主治医、専門医 

かかりつけ医 
在宅主治医 

〈 仕組みの整備 〉 

青葉区の高齢者 

急性期 療養型 ﾎｽﾋﾟｽ 
ケアマネ
ジャー 

訪問介護、訪問入浴 

デイサービス 
     ショートステイ 

訪問服薬
指導 

 特養 サ高住 
 有料老人ホーム 

見守りコミュニティ 

地域の支えあい 

健康づくり、介護予防 

アクティビティ 

郊外型地域コミュニティ 

趣味、 
     生きがい 

団地 
バリアフリー化 

多職種連携 
クラウドシステム 

  多職種連携の「場作り」 
  

在宅医療 
連携拠点 

 かかりつけ “あり” かかりつけ“なし” 

訪問看護ステーション 

高齢者が地域で自立した生活が送れるよう、その人の状態に応じて、医療、介護予防、住まい、生
活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」を青葉区で実現するための具体的

な施策を在宅医療・介護の連携を軸に「あおばモデル」として実施しています。    

議員団会議資料 
平成27年７月24日 
高齢・障害支援課 







議員団会議資料 

平成 27年７月 24日 

 

生活困窮者自立支援制度の相談及び支援申込状況等について 
 

 
１ 制度名称   生活困窮者自立支援制度 
 

２ 制度開始  平成27年４月１日から 

 

３ 制度概要   社会経済環境の変化に伴う重層的なセーフティネットの構築の必要か 

       ら、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対する、早期かつ包括的な相 

       談支援を行うため、平成27年４月から生活困窮者自立支援法に基づく支援 

       制度が開始されました。 

 

４ 対象者 

  現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者 

  （生活困窮者自立支援法第２条１項） 

 
５ 主な支援内容 

  ア 自立相談支援事業 

    生活困窮者に対する就労その他の自立に関する相談支援、事業利用の 

   ための支援プラン作成等を実施し、包括的・継続的に支援 

  イ 住居確保給付金の支給 

    離職により住宅を失った生活困窮者等に対し、家賃相当の「住居確保 

   給付金」(有期)を支給 

  ウ 就労準備支援事業 

    就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施 

  エ 一時生活支援事業 

    住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食提供等を実施 

  オ 家計相談支援事業 

    家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を実施 

６ 利用方法 

  まずは、困っている内容について、区役所生活支援課に相談いただき、対象者の持つ

課題を区役所が一緒になって整理します。 

   その後、課題解決に向けた目標を立て、具体的なプランを作成し、プランに沿って

取組み、一つずつ課題を解決します。 
 

７ 相談・利用状況（平成27年６月３０日現在） 

 （１） 延べ相談件数：２０１件（相談実人数：７５人） 

 （２） 延べ利用申込案件数：４４件（申込実人数：１４人） 


	
	医療・介護連携を軸とした、地域包括ケアシステム“あおばモデル”構築へ


